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【研究報告】

急性期病院における高齢患者のヘルスアセスメントの実施状況
Quality of Health Assessment Practice for Elderly Patients in an Acute Care Hospital
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要

旨

本研究では、急性期病院での高齢患者へのヘルスアセスメントの実施状況の把握を目的として、急性期病院の一般病棟に
勤務する看護師 293 名を対象に、ヘルスアセスメントの知識、及び実施状況に関しての質問紙調査を行い、分析を行なった。
調査の結果、精神状況のアセスメント方法は回答者の 50％以上が認識していなかった。アセスメント実施については、
視覚と聴覚、上肢関節の柔軟性のアセスメントは 50%以上の回答者が実施していなかった。また、他分野の専門職種への
相談は 50%以下の実施率であった。さらに、視覚と聴覚は、アセスメントの知識はあるが、実施していない割合が 3 割以
上と、他の項目より高かった。自由記載の意見で、高齢患者と接する際の困難点として最も多かったのは、認知機能が低
下している患者とのコミュニケーションや対応であった。
アセスメント実施率が低かった項目は、生命に直結しないが生活を営むには重要な機能であり、これら機能の適切なアセ
スメントおよび看護支援が速やかな生活復帰または療養に影響を与えることは必至である．実施率の低かったアセスメント
の確実な実施は高齢患者の安全確保、および急性期病院の看護の質保証に貢献できると考える。
キーワード：急性期病院、高齢患者、ヘルスアセスメント

I．序

論

acute care hospital, elderly patients, health assessment
範囲と考えられるようになっている。看護とは「人間の
生命および体力を譲り、生活環境を整え、日常生活への

超高齢社会に突入した我が国では、急性期病院の高齢

適応を授け、早期に社会復帰のできるように支援するこ

入院患者の割合は年々増加の一途をたどっている。急性

とを目的とするもの」2）であり、速やかな生活の場への移

期病院とは急性疾患または重症患者の治療を 24 時間体制

行には「療養の世話」を責務とする看護職が果たす役割

で行なう高度専門医療機関であり、65 歳以上の入院数は

が非常に大きいものの、それは容易なことではない。

35 〜 64 歳の 2 倍以上を示し、75 歳以上が 65 歳以上の約

急性期病院における高齢患者については、転倒、褥瘡、

1）

7 割以上を占めている 。

せん妄などが取り組むべき重要な課題であると考えられ

医療法改正による在院日数の短縮化や介護保険法の導

ている 3）。なぜなら、これらは入院目的である治療とその

入により、高齢者は急性期治療が終わった後には速やか

ためのケアを困難なものにするからである。不安定な歩

に在宅医療への連携を行なうことが急性期病院の責任の

行が転倒のリスクを高め、低栄養や長期臥床は褥瘡が生
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じる要因となる。そのため、
入院時のアセスメントにより、

II.

転倒や褥瘡などの予防策を講じるシステムが多くの病院
で整備されつつあり 3）、急性期病院において看護職のヘ
ルスアセスメントの実践が改めて見直されている。また、

研究方法

１．対象者
研究協力の得られた、首都圏にある A 大学病院の高齢

病院という非日常的な環境下で急性期の治療を受ける事

者が入院している一般病棟に勤務する看護師全てを対象

でさらなるストレスが加わり、身体的心理的反応の一つ

とした。ただし、管理職は除外した。

4）

としてせん妄が発症すると考えられており 、速やかな生
活の場への移行を困難にする大きな問題となっている。

２．データ収集期間
データ収集期間は、2011 年 11 月から 12 月までの 1 ヶ

さらに、急性期治療を受ける高齢患者についてのこれ

月間とした。

までの研究には、せん妄をテーマとしたものが多く、そ

３．調査方法

の主なものとしてはせん妄の早期発見、せん妄発生予測
3）

の看護師のアセスメント構造 、せん妄発症要因や発症パ
ターンに関しての研究

4）,5）

、
せん妄に対する介入研究

せん妄のアセスメントツールの開発

7）

6）

や、

などである。これ

らの研究の結果および考察では、看護師は治療に関する

無記名式の質問紙を用い、郵送法により回収した。質
問紙の内容は以下 1）〜 4）の項目で構成した。
1）回答者の属性に関する項目
性別や看護師としての経験年数などについて尋ねた。
2）高齢患者個人に起きている加齢変化に対する看護師の

支援と同時に、高齢患者を生活者と捉え、環境への適応

意識について

に関する声かけや関わりをし、個別性を重視した入院生

高齢患者に接する際に、疾病以外に個人に生じている

活支援を大切にするべきだとされている。しかしながら、

加齢変化に対して、看護師がどの程度意識しているか

急性期治療が日々高度化する現状においては、看護職は

を尋ねた。

診療補助業務に多くの時間が割かれてしまうことは容易
に推測できる。また、そのような状況下での高齢者の生

3）高齢患者に対するヘルスアセスメントの方法の認識と
実施状況
（1）ヘルスアセスメント方法の認識の有無

活支援に言及している文献は少ない。
看護職のヘルスアセスメントは、疾患や症状の査定の
ためだけではなく、患者の日常生活行動レベルを把握し、
8）

質 問 項 目 は、Hazzard’s Geriatric Medicine and Gerontology 6th 中の Principles of Geriatric Assessment

10）

で

適切な日常生活援助を行なうために行なわれる 。さらに、

述べられている高齢者のアセスメント時の必須項目を含

看護の本質的な役割は、生活している人を支援すること

み、基本的日常生活動作を評価する指標として、国際的

である

９）

ため、看護職共通ツールとなったヘルスアセス

に最も普及している評価法の一つであり、信頼性の高い

メントは病状評価及び異常の早期発見には非常に有用で

Functional Independence Measure11） を軸として研究者

あることに加え、食事や排泄といった生活支援において

で 10 項目のヘルスアセスメント項目を設定した。そして、

もその方策を考えるためには必須の情報である。したがっ

これらの 10 項目について、
「教科書などで推奨される方法」

て、急性期病院でのヘルスアセスメントの確実な実施と

を認識しているかを尋ねた。高齢者のヘルスアセスメン

得られた結果の応用的活用は、急性期治療を受ける高齢

トについては、複数の教科書やテキストが存在している

患者の転倒や褥瘡の予防、せん妄の早期発見に限らず、

が、それぞれの方法はほとんど変わらない。しかし、ア

速やかな、かつ、安全な環境適応のために重要であると

セスメントの手技に若干違いがあるため、「教科書などで

考える。ただ一方で、ヘルスアセスメントの実施状況や

推奨される」という表現を用いた。

効果についての現状は十分に把握されていない。患者の

（2）ヘルスアセスメントの実施状況

個別性に応じた看護ケアを実施するために、ヘルスアセ

高齢患者の生活観察に必要な 8 項目を抽出し、（1）の

スメントの確実な実施が必要であり、今後普及をはかる

ヘルスアセスメント方法の認識に関する 10 項目を併せ

ためにも実態を知る事は必須である。そこで本研究では、

た 18 項目について、最近担当した高齢患者へのアセスメ

急性期病院での高齢患者へのヘルスアセスメントの実施

ントの実施状況を尋ねた。実施方法の特定はしなかった。

状況を把握することを目的とした。

また、看護師はシフト制により勤務をしており、個人に
よって「最近」の捉え方は異なると考えたため、「最近」
とは特に期間を指定しなかった。
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4）患者が高齢であることによる看護実践の困難さの有無

記載はなく、回収も郵送法のためプライバシーおよび個

や、高齢者看護に対する意見や疑問について自由記述

人情報は保護されること、⑤研究結果は研究以外には使

形式で尋ねた。

用しないことを記載した。また、質問紙の回答をもって

４．データ収集および回収方法

同意を得られたと判断した。さらに、研究終了後のデー

まず、看護管理者に対して、管理者会議等の機会に研究

タは、紙データはシュレッダー処理し、データが入った

に関する説明を口頭および書面にて（使用する質問紙含

USB は消去し、元のデータを取り出せないようにする。

む）実施した。その際に、研究目的、内容、期間、参加

果

Ⅲ．結

者の任意性、匿名性、秘密保持、結果公表についてなど

配布数 293 に対して、144 通の回答が得られた（回収率

を具体的に説明した。その後、了承の得られた病棟に、
研究の内容と協力依頼を記した封筒に返信用封筒と質問

49%）。

紙をクリップ止めしたものを入れ、設置した。

１．対象者の概要
対象者は、女性 133 人（92.4%）、男性 6 人（4.2%）
、無

質問紙は郵送法で回収した。質問紙の回収をもって同
意を得たとした。

回答 5 人（3.4％）であった。看護師としての経験年数は

５．分析方法

1 ～ 38 年、平均 7.98 年（± 6.14 年）であった。回答者の
約半数が経験 1 年目～ 6 年目の看護師で占められていた。

質問紙で設けた項目のアセスメントについて、単純集

２．高齢患者の個人に起きている加齢変化への意識

計した。また、教科書などで推奨されているアセスメン
ト方法の知識の有無と実施状況についてクロス集計とχ

2

疾病以外に、高齢患者の個人に起きている加齢変化につ

検定を行った。統計解析には SPSS15.0 for Windows を使

いて、常に意識していると回答した人数は 67 人（46.5％）
、

用し、有意水準５%未満を統計学的有意とした。

時々意識していると回答した人数は 52 人（36.1%）、どち

６．倫理的配慮

らともいえないと回答した人数は 13 人（9.0%）、あまり

本研究は東邦大学看護学部倫理審査委員会の承認を得

意識していないと回答した人数は 2 人（1.4%）
、無回答は

た後（承認番号：23017）
、研究者が作成した研究依頼書

10 人（7.0%）であった（図１）。

を用いて看護管理者に対して説明をし、了承の得られた

３．教科書などで推奨されているヘルスアセスメント方
法（10 項目）の認識

病棟に対して質問紙の設置を依頼した。質問紙の表紙に
は、研究の目的および以下の同意事項；①対象となる看

教科書などで推奨されているヘルスアセスメント方法

護師の参加が自由意思であること、②調査への不参加に

について、精神状況のアセスメントを認識している回答者

よって不利益が生じないこと、③質問紙への回答を途中

の割合が最も低く、回答者の 44.4%が「知っている」と答

でやめる、郵送しないなどは自由であり、それらの行動

えていた。それ以外の項目では、
「知っている」と回答し

は管理、把握されないこと、④個人が特定される情報の

た割合は、視覚（57.6%）
、聴覚（51.4%）
、上肢関節柔軟性
0%

あまり意識
していない;
2名
（1.4％）

無回答
10名
（7.0％）

どちらとも
いえない;
13名
（9.0％）

常に意識
している;
時々意識
している；

67名
（46.5％）

7

52名
（36.1％）

50%

1

視覚

2

聴覚

3

上肢関節

54.2

4

下肢関節

55.6

5

上肢筋力

6

下肢筋力

57.6

8

歩行状況

9

精神状況

図１

高齢患者に起きている加齢変化への意識

図２
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10 認知状況
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100%
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推奨されているヘルスアセスメント方法の認識
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（54.2%）
、
下肢関節柔軟性（55.6%）
、
上肢筋力の強さ（69.4%）
、

推奨されている方法の認識の有無により、ヘルスアセス

下肢筋力の強さ（71.5%）
、立位バランス（65.3%）
、歩行状

メントの実施状況に違いがあるかを調べるため、χ 2 検

況（72.2%）
、認知状況（71.5%）であった（図 2）
。

定を実施した。その結果、認知状況以外の全てのアセス

４．最近担当した高齢患者のヘルスアセスメント実施状

メント項目で有意差がみられ、知識の有無と実施状況に

況（18 項目）について

関連がみられた。ただし、視覚、聴覚、上肢関節柔軟性、

最近担当した高齢患者に対して、教科書などで推奨さ

下肢関節柔軟性、上肢筋力の強さ、下肢筋力の強さ、精

れている方法にこだわらず、何らかの方法でのヘルスア

神状況においては、「教科書などで推奨されているアセス

セスメント実施状況ついて、約半数以上の回答者が「実

メント方法を知らない」うえで「実施した」割合は低かっ

施 し て い な い 」 と し て い た の は、 視 覚（58.3 %）
、聴覚

たのに対して、立位バランス、歩行状況、認知状況では、
「教

（55.6%）
、上肢関節の柔軟性（51.4%）
、他分野の専門職種

科書などで推奨されるアセスメント方法を知らない」う
えで「実施した」割合が高く、様相が異なっていた（表１）
。

に対しての相談（58.3%）であった。
一方、約半数以上の回答者が「実施した」としていた

さらに、視覚と聴覚では、
「教科書などで推奨されている

のは、下肢関節の柔軟性（51.4%）
、
上肢筋力の強さ（63.9%）、

方法を知っている」が「実施していない」と回答した割

下肢筋力の強さ（68.8%）
、立位バランス（76.4%）
、歩行

合がそれぞれ３割を超えていた。

状 況（86.8 %）
、 精 神 状 況（56.3 %）
、 認 知 状 況（79.9 %）、

６．高齢患者と接する際に生じる困難点や高齢者看護に

移乗動作（93.1％）
、整容動作（75.0%）
、食事動作（86.8%）、

ついての意見や疑問点

一日の食事摂取量の記録（95.8%）
、体重の記録（88.2%）、

高齢であることで看護実践が困難であることや、高齢

入院前の失禁の経験の確認（78.5％）
、病状把握（74.3%）

者看護についての意見や疑問点について自由回答形式で

であった（図 3）
。

回答を得た。回答数は 45、回答者の平均経験年数は 10.1

0%

50%

1 視覚

41.7

2 聴覚
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3上肢関節柔軟性

51.4

51.4

5上肢筋力の強さ
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1.4

34.7

68.75

31.25
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8 歩行状況
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に対して時には抑制帯を使用しての安全面の確保をする

43.7
79.9

11移乗動作

20.1
6.3 0.7

93.1

12 整容動作

75

13 食事動作

25
86.8

14 食事摂取量

12.5

95.8

15 体重

11.8

78.5

17 病状把握

21.5

74.3

18 他分野に相談

41.7
実施した

0.7
4.2

88.2

16 失禁経験

優先しなければならないため、興奮状態である高齢患者

13.2

56.3

齢患者に対しての看護実践の困難さ」に関して 11 件の意
見があった。中でも不穏患者に関することでは、
「治療を

23.6

86.8

10 認知状況

知症もしくは認知力が低下している患者に対する対応の
困難さ」に関して 15 件、「不穏・せん妄状態に陥った高

48.6

63.9

6下肢筋力の強さ

年（SD ± 7.3 年）であった。
自由回答を、内容によって分類をした。その結果、「認

0.7

55.6

48.6

4下肢関節柔軟性

100%
58.3

25.7

ことに罪悪感や違和感を覚えている」という意見が 4 件
あった。
加えて、「難聴や構音障害をもつ高齢患者とのコミュニ
ケーションが円滑に進まない」ことや、「治療や安静度に
関して患者の理解を得られない」ことに関して 7 件、「独
居老人であることや家族の協力が得られないことにより
急変時の治療方針を決定できない」ことや、「退院支援が

58.3

n= 144

進まない」ことに関する内容が 6 件あった。さらに、家

実施していない

族に関することでは、「患者の現在の ADL の状況を受け

無回答

入れることが難しく、以前の ADL の状況に戻ることを希
望されるため退院支援が進まない」という意見も挙がっ

図3

最近担当した高齢患者のヘルスアセスメント

ていた。少数ではあったが、
「高齢患者の ADL のゴール
がわかりにくい」
、
「急性期治療を受ける高齢者のヘルス

５．教科書などで推奨されている方法の認識の有無によ
る、アセスメント実施の相違
高齢者のヘルスアセスメントについて、教科書などで

アセスメントを実施する意味がわからない」という意見
もあった。経験年数による、意見の違いはほとんどみら
れなかったが、経験年数が高い回答者は、年数が低い回
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23.691
26.307
42.354
41.121
41.560
46.886
29.573
18.023
22.400
2.970

表１

0.085

推奨されるアセスメント方法の認識の有無による、実施状況の相違

答者よりも比較的、患者と関わる家族や環境も含めた意

とのコミュニケーションが必要となるアセスメントより

見を述べる傾向にあった。

も、看護師自身でも確認できる動作に関するアセスメン

Ⅳ．考

察

１．高齢患者の加齢変化への意識、教科書などで推奨さ

トの比重が高いという実態を反映しているのではないか
と考えられる。
各項目の実施の背景として、教科書などで推奨されて

れているヘルスアセスメントの認識、何らかの方法

いるアセスメント方法を「知っている」とした回答者は、

でのヘルスアセスメント実施について

何らかの方法でアセスメントを「実施した」割合が「実

疾病以外に高齢患者に起きている加齢変化への意識を

施していない」割合よりも高く、当然ではあるが知識の

問う質問では、回答者の約８割が高齢患者と接する際に

関与が示された。しかし、視覚と聴覚アセスメントは他

は加齢変化について何らかの意識をもって関わっている

の項目よりも、教科書などで推奨されている方法を「知っ

と回答していた。また、教科書などで推奨されているヘ

ている」が、何らかの方法でアセスメントを「実施して

ルスアセスメント方法について、精神状況のアセスメン

いない」回答者が多かった。このことから、視覚と聴覚

トを除く全ての項目に対して 50％以上の回答者が認識し

のアセスメントの実施率は、知識以外のもの、例えば、

ていた。過去に、看護師のヘルスアセスメントに関する

回答者が視覚や聴覚に関わる疾患をもつ高齢患者の多い

知識の有無について調査した先行研究が、ほとんど存在

病棟に所属しているといったような、病棟の特殊性が影

しないため、この割合が高いのか低いのかということを、

響している可能性がある。

厳密に説明することは難しい。しかし、
個人の差はあるが、

一方、認知状況、および歩行状況のアセスメントに関

回答者がある一定の知識をもつ職業集団であり、高齢患

しては、教科書などで推奨されている方法の認識の有無

者に対して疾病以外の加齢変化について何らかの意識を

に関わらず、何らかの方法でのアセスメント実施率が

もって関わっていることがいえる。

60%以上、立位バランスにおいては 50%であり、他の項目

また、何らかの方法でのヘルスアセスメント実施率は、

と比較して高かった。この結果は多くの回答者が、高齢

ADL を中心とした日常生活行動、移乗や移動の動作に関

患者の認知状況、歩行状況、立位バランスを把握するこ

しては高かったが、外部環境を認識する為に必要な視覚、

とへの意識の高さを表していると思われる。しかし、同

聴覚などのアセスメント、精神状況のアセスメント、他

時に自己流のアセスメントによって、高齢患者の認知状

分野の専門職種への相談などについては、他の項目より

況や歩行状況、立位バランスを把握しているのではない

も低い実施状況であった。この結果は、治療が第一に優

かと解釈できる。例えば、
「挨拶の際に返答がおかしかっ

先される急性期病院という場においては、高齢患者など

た」「昨日と反応が違う」「歩き方がいつもと違う」
「立ち
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姿がおかしい」など自分なりの基準と比較し評価してい

ことに加え、急性期病院での高齢患者へのヘルスアセス

るということなのではないか。

メント実施の向上、および結果の生活支援への活用の方

自己流のアセスメントによる高齢患者の状況把握やアセ
スメントの未実施は、患者を誤って理解する恐れがある。

法について、場の状況を踏まえながら検討していきたい
と考えている。

それは他の看護師との患者の状況に関する情報共有が円滑
に進まない原因となり、患者が必要とする生活援助の提供
を妨げることにもなりかねない。看護師の役割は、普段と
は異なる生活を強いられたときに、その生活を援助し、健
康の維持に努めることである 12）。よって、チームとして働
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